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1.  平成24年12月期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 4,229 0.7 △98 ― △100 ― △84 ―
23年12月期 4,201 ― 51 ― 52 ― 87 ―
（注）包括利益 24年12月期 △84百万円 （―％） 23年12月期 88百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年12月期 △3,471.03 ― △16.9 △3.7 △2.3
23年12月期 3,665.74 3,209.73 17.2 2.4 1.2
（参考） 持分法投資損益 24年12月期 △2百万円 23年12月期 ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年12月期 2,783 450 16.2 18,521.66
23年12月期 2,641 542 20.5 22,509.78
（参考） 自己資本 24年12月期 450百万円 23年12月期 542百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年12月期 275 △389 143 270
23年12月期 43 △299 333 241

2.  配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年12月期 ― 250.00 ― 250.00 500.00 11 13.6 2.3
24年12月期 ― 125.00 ― 125.00 250.00 6 ― 1.2
25年12月期(予想) ― 250.00 ― 250.00 500.00 25.2

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,348 2.7 55 ― 46 ― 29 ― 1,205.59
通期 4,691 10.9 88 ― 71 ― 48 ― 1,982.86



※  注記事項
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期 25,520 株 23年12月期 25,520 株
② 期末自己株式数 24年12月期 1,208 株 23年12月期 1,432 株
③ 期中平均株式数 24年12月期 24,205 株 23年12月期 23,988 株

（参考）個別業績の概要

平成24年12月期の個別業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 3,426 △8.7 △114 ― △92 ― △57 ―
23年12月期 3,751 10.1 32 △69.8 29 △72.7 33 △73.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年12月期 △2,382.39 ―
23年12月期 1,383.64 1,211.52

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年12月期 2,476 439 17.7 18,063.96
23年12月期 2,298 504 21.9 20,930.87
（参考） 自己資本 24年12月期 439百万円 23年12月期 504百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。
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（当連結会計年度の経営成績）

当連結会計年度における我が国の経済環境としては、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな

回復傾向が見受けられましたが、中国をはじめとする海外経済に減速傾向が見られるなど依然として景気

の先行きについては不透明な状況が続いております。

当社グループの主力事業である商用車関連事業は、新車メーカーの供給タームの短縮化やエコカー補助

金制度に加えて、震災復興需要による中古事業用車両の不足が車両価格の上昇を招き、第２四半期以降顕

著となったユーザーの新車シフトへつながり、主として中古事業用車両を取扱っている当社グループにと

って厳しい状況となりました。

運送関連事業につきましては、子会社である株式会社T.L.Gと丸進運油株式会社が主要な事業として行

っており、業容の拡大を図るとともに事業運営の効率化を進め、商用車関連事業とのシナジー効果が発揮

できる体制づくりに取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績としては、売上高4,229,287千円（前年同期比0.7％増）、営業損失

98,742千円（前年同期は営業利益51,520千円）、経常損失100,035千円（前年同期は経常利益52,139千

円）、当期純損失84,016千円（前年同期は当期純利益87,933千円）となりました。

セグメントごとの業績は以下のとおりです。

①商用車関連事業

仕入価格が高騰したことによる利益率の低下に加えて、東北支店開設や新たな人材の確保など将来を見

据えた組織拡大に伴う販売管理費の増加により、商用車関連事業の売上高は3,325,186千円（前年同期比

10.6％減）、セグメント損失は114,693千円（前年同期はセグメント利益32,790千円）となりました。

②運送関連事業

運送貨物の受注が順調に推移したことにより、運送関連事業の売上高は904,100千円（前年同期比

87.1％増）、セグメント利益は14,470千円（前年同期比31.7%減）となりました。

（なお、前第３四半期累計期間の途中に株式会社T.L.Gと丸進運油株式会社を連結子会社化しておりま

す。）

（次期の見通し）

今後の見通しにつきましては、商用車関連事業では全国の営業拠点において車両情報を共有しユーザーニ

ーズに対応した営業活動を行ってまいります。運送関連事業につきましては、引き続き新たな取引先の開拓

を進めると同時に商用車関連事業との連携を強化し、グループ一体となって経営基盤の拡大を図ってまりま

す。

次期の業績見通しにつきましては、売上高4,691,768千円、営業利益88,360千円、経常利益71,311千円、

当期純利益48,207千円を見込んでおります。

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産合計は2,783,875千円となり、前連結会計年度末に比べ142,019千円の増加とな

りました。このうち流動資産は61,968千円減少して1,590,700千円となりました。主な要因は商品及び製

品が110,754千円減少したことによるものです。また固定資産は203,988千円増加して1,193,174千円とな

りました。主な要因は有形固定資産が138,203千円増加したことによるものです。

負債合計は2,333,576千円となり、前連結会計年度末に比べ233,936千円の増加となりました。このうち

流動負債は91,367千円増加して1,685,746千円となりました。主な要因は短期借入金が200,000千円増加し

たことによるものです。また固定負債は142,569千円増加して647,829千円となりました。主な要因は長期

未払金が76,237千円増加したことによるものです。

純資産合計は450,298千円となり、前連結会計年度末に比べ91,916千円の減少となりました。主な要因

は利益剰余金が93,056千円減少したことによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の状況は、全体では、前連結会計年度末と比べて

29,400千円増加し、当連結会計年度末の残高は、270,946千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度では、営業活動により増加した資金は275,947千円となりました。主な要因として

は、棚卸資産の減少282,096千円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度では、投資活動により減少した資金は389,600千円となりました。主な要因としては

固定資産の取得による支出351,671千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度では、財務活動により増加した資金は143,053千円となりました。主な要因として

は、短期借入金の増加額200,000千円によるものであります。 

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

自己資本比率： 自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ： キャッシュ・フロー／利払い

（注）1. 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

2. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

3. 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。

4. 利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。

5. 平成23年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成22年12月期までの内容は記載しておりまんせ

ん。

当社グループは、安定的な経営基盤の確保に努めるほか、株主配当につきましては、安定的な配当の

継続を基本方針としております。

平成24年12月期の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり125円の中間配当に加え、1株当

たり125円の期末配当を予定しております。

また、次期の配当につきましては、中間、期末ともに1株当たり250円を予定しております。

平成23年12月期 平成24年12月期

自己資本比率 20.5 16.2

時価ベースの自己資本比率 21.0 16.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3,736.9 733.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

2.3 13.2

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のような

ものがあります。なお、文中における将来に関する項目は、当連結会計年度末現在において当社グルー

プが判断したものでありますが、本記載は将来発生しうる全てのリスクを網羅したものではありませ

ん。

①競合について

中古商用車市場は、未だ市場規模が中古乗用車市場と比較しても小さく、オークション市場への出品

台数や市場参加者数も限られており、市場としては未成熟であると言えます。また、乗用車と比較して

車種が多い為査定が容易ではなく、参入障壁は比較的高いと考えておりますが、今後当該市場に有力企

業が新規参入してきた場合あるいは新規参入者が増加した場合には、商品の獲得競争及び価格競争が激

化し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②長期保有と商品評価損の発生可能性について

当社グループでは、商品である車両の劣化防止及び早期の資金回収の目的で、仕入を行った車両は可

能な限り早期に売却することとしております。一方で、車両自体に特殊性が強く、早期に薄利で販売す

るよりも時間をかければ十分に利益を得られると判断できる車両については、戦略的に長期保有する場

合があります。しかしながら、それらの車両が売却にいたらなかった場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、正味売却価額による棚卸資産の評価を行っており、物理的な劣化により品質低下

した車両や、経済的な劣化、商品ライフサイクルの変化等により陳腐化した車両につきましては評価減

を行い、商品評価損を計上しております。したがって、長期在庫が増加した場合には商品評価損も拡大

し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③燃料費高騰について

当社グループが行っている運送関連事業は、原油価格が高騰等により燃料コストが上昇した場合、こ

れら費用を顧客価格に転嫁できなければ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④交通事故の発生可能性について

当社グループでは、全社員に対して法令遵守の周知徹底し営業活動を行っておりますが、万一、重大

な交通事故が発生した場合、顧客の信頼低下により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

（４）事業等のリスク
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当社グループは、当社、子会社２社及び関連会社１社で構成され、商用車関連事業と運送関連事業を展開

しております。

（１）商用車関連事業

商用車関連事業として、事業用車両を全国のディーラーや業者・ユーザーに販売いたしております。当社

の提供いたします車両は自社工場で点検・整備を行い、またお客様の希望に合わせた仕様に変更することも

できるのが特徴です。主な商品といたしましては、トラック、ダンプ、特殊車両(コンクリートミキサー

車、冷凍車、タンク車、車載車、高所作業車等)、バスであります。

レンタルは、冷凍車に特化した営業を行っております。冷凍車は、冷凍はもちろんのこと、冷蔵・保温も

温度設定で対応でき、広い用途で利用されております。また、自社開発しました冷蔵冷凍コンテナのレンタ

ルも行っており、より幅広い分野においてサービスを提供しております。

自動車整備は、あらゆる車両に対応することのできる自社工場を生かし、販売車両のアフターフォローの

他、一般のお客様に対しても、点検・整備・修理等のサービスを提供しております。

（２）運送関連事業

子会社である株式会社T.L.Gと丸進運油株式会社において、運送関連事業を行っております。株式会社

T.L.Gでは化学製品を中心とした一般貨物輸送、丸進運油株式会社では燃料を中心に輸送を請け負っており

ます。

（事業系統図）

２．企業集団の状況
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当社グループは「人と環境の調和（Man Harmonize With The Environment）」を経営理念とし、事業

活動を進めてまいりました。

今後も、人との調和・環境との調和を図りながら、誠実・迅速なサービスを心掛け、皆様のご期待に

応えてまいります。

当社グループは堅実性と成長性をともに重視し、更なる企業価値の向上を目指して収益基盤の強化・

拡大を図ることにより株主価値の 大化を実現すべく、積極的な事業展開を進めていく方針でありま

す。そして、その事業展開において営業利益の拡大及び営業利益率の向上を目標としてまいります。

当社グループは、主力事業であります商用車関連事業を中心に新たに展開している運送関連事業との

シナジー効果を高めることで事業拡大を図ってまいります。

商用車関連事業では、中古商用車国内販売の揺るぎない地位の確立を図る為、主要都市への拠点設置

を行い、販売先・仕入先の新規開拓に取り組んでまいります。

運送関連事業では、取扱量を増加し業容拡大を図るとともに、効率的な輸送を行うことで利益面への

貢献度を高めていく所存でございます。

今後のわが国経済の見通しにつきましては、世界経済の成長減速は引き続いており、景気の回復は昨

年末の政権交代もあり、市場における円安、株高傾向等景気浮揚への期待が高まりつつありますが未だ

予断を許さない状況が窺えます。その中で、当社グループが属する中古商用車販売市場及び運送市場は

東日本大震災の影響もあり、市場環境は厳しい状況で推移しております。

このような状況の中にあって、当社グループは営業基盤の強化を図り、財務体質の改善を更に進め、

一層の経費節減に努めて経営の健全化に取り組む所存であります。

また、当社グループでは品質及び安全性の確保を 優先事項として取り組んでおり、原発事故以来、

商品車両及びレンタル車両については放射線量測定を実施しております。また運送事業においてもドラ

イバーのアルコールチェックを徹底して行っております。今後さらに品質及び安全性について強化して

いくことで顧客満足度の高いサービスを提供してまいります。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 274,865 302,967

受取手形及び売掛金 224,536 247,086

商品及び製品 1,073,769 963,015

仕掛品 37,694 39,608

原材料及び貯蔵品 2,972 6,923

繰延税金資産 1,414 2,659

その他 38,447 29,283

貸倒引当金 △1,032 △843

流動資産合計 1,652,668 1,590,700

固定資産

有形固定資産

賃貸用資産 232,121 318,375

減価償却累計額 △71,341 △65,338

賃貸用資産（純額） 160,780 253,036

建物及び構築物 241,550 237,172

減価償却累計額 △120,709 △129,028

建物及び構築物（純額） 120,840 108,144

機械装置及び運搬具 735,836 751,097

減価償却累計額 △561,408 △566,024

機械装置及び運搬具（純額） 174,428 185,073

土地 375,580 418,040

その他 40,142 40,681

減価償却累計額 △24,169 △27,503

その他（純額） 15,973 13,178

建設仮勘定 － 8,334

有形固定資産合計 847,603 985,807

無形固定資産

その他 14,461 10,703

無形固定資産合計 14,461 10,703

投資その他の資産

投資有価証券 29,872 66,608

長期前払費用 5,899 1,729

破産更生債権等 1,189 1,189

繰延税金資産 33,740 71,468

敷金及び保証金 25,938 23,121

その他 31,495 33,560

貸倒引当金 △1,014 △1,014

投資その他の資産合計 127,121 196,663
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

固定資産合計 989,186 1,193,174

資産合計 2,641,855 2,783,875

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 237,896 159,344

短期借入金 1,010,000 1,210,000

1年内返済予定の長期借入金 134,532 131,142

リース債務 17,059 51,666

未払金 172,735 105,057

未払法人税等 2,931 6,808

賞与引当金 1,742 1,172

その他 17,482 20,555

流動負債合計 1,594,379 1,685,746

固定負債

長期借入金 411,430 415,728

リース債務 36,207 99,900

長期未払金 5,553 81,790

退職給付引当金 52,069 49,113

その他 － 1,297

固定負債合計 505,260 647,829

負債合計 2,099,639 2,333,576

純資産の部

株主資本

資本金 97,725 97,725

資本剰余金 44,291 44,955

利益剰余金 410,493 317,436

自己株式 △9,226 △7,782

株主資本合計 543,284 452,334

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,068 △2,036

その他の包括利益累計額合計 △1,068 △2,036

純資産合計 542,215 450,298

負債純資産合計 2,641,855 2,783,875
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 4,201,062 4,229,287

売上原価 3,615,885 3,772,475

売上総利益 585,177 456,811

販売費及び一般管理費

発送運賃 25,061 27,931

広告宣伝費 11,607 5,660

貸倒引当金繰入額 376 －

役員報酬 58,647 69,480

給料及び手当 112,467 119,178

賞与 13,901 9,047

退職給付費用 1,711 1,780

福利厚生費 26,834 29,744

旅費及び交通費 28,422 29,481

通信費 14,739 16,244

減価償却費 35,178 39,747

租税公課 6,004 6,601

賃借料 72,649 69,376

支払手数料 26,289 21,242

支払報酬 30,724 27,509

その他 69,039 82,526

販売費及び一般管理費合計 533,656 555,553

営業利益又は営業損失（△） 51,520 △98,742

営業外収益

受取利息 958 723

受取配当金 361 724

受取保険金 5,896 3,106

保険解約返戻金 2,394 1,853

補助金収入 600 9,020

その他 11,161 8,006

営業外収益合計 21,372 23,433

営業外費用

支払利息 19,197 20,925

持分法による投資損失 － 2,244

その他 1,556 1,557

営業外費用合計 20,753 24,726

経常利益又は経常損失（△） 52,139 △100,035

特別利益

固定資産売却益 6,799 －

負ののれん発生益 46,107 －

特別利益合計 52,907 －
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

特別損失

固定資産除却損 388 7,424

特別損失合計 388 7,424

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

104,657 △107,459

法人税、住民税及び事業税 15,442 14,969

法人税等調整額 1,281 △38,412

法人税等合計 16,724 △23,443

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

87,933 △84,016

当期純利益又は当期純損失（△） 87,933 △84,016
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連結包括利益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整
前当期純損失（△）

87,933 △84,016

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 842 △967

その他の包括利益合計 842 △967

包括利益 88,776 △84,983

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 88,776 △84,983

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 97,725 97,725

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 97,725 97,725

資本剰余金

当期首残高 42,125 44,291

当期変動額

自己株式の処分 2,166 663

当期変動額合計 2,166 663

当期末残高 44,291 44,955

利益剰余金

当期首残高 350,802 410,493

当期変動額

剰余金の配当 △11,984 △9,040

当期純利益又は当期純損失（△） 87,933 △84,016

連結範囲の変動 △16,259 －

当期変動額合計 59,690 △93,056

当期末残高 410,493 317,436

自己株式

当期首残高 △9,999 △9,226

当期変動額

自己株式の処分 773 1,443

当期変動額合計 773 1,443

当期末残高 △9,226 △7,782

株主資本合計

当期首残高 480,653 543,284

当期変動額

剰余金の配当 △11,984 △9,040

当期純利益又は当期純損失（△） 87,933 △84,016

連結範囲の変動 △16,259 －

自己株式の処分 2,940 2,107

当期変動額合計 62,630 △90,949

当期末残高 543,284 452,334
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △1,911 △1,068

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

842 △967

当期変動額合計 842 △967

当期末残高 △1,068 △2,036

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △1,911 △1,068

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

842 △967

当期変動額合計 842 △967

当期末残高 △1,068 △2,036

純資産合計

当期首残高 478,742 542,215

当期変動額

剰余金の配当 △11,984 △9,040

当期純利益又は当期純損失（△） 87,933 △84,016

連結範囲の変動 △16,259 －

自己株式の処分 2,940 2,107

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 842 △967

当期変動額合計 63,473 △91,916

当期末残高 542,215 450,298
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

104,657 △107,459

減価償却費 108,752 178,877

負ののれん発生益 △46,107 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 376 △189

賞与引当金の増減額（△は減少） △636 △569

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,381 △2,956

受取利息及び受取配当金 △1,319 △1,447

支払利息 19,197 20,925

持分法による投資損益（△は益） － 2,244

固定資産除売却損益（△は益） △6,410 7,424

売上債権の増減額（△は増加） △34,009 △17,275

たな卸資産の増減額（△は増加） △269,897 282,096

未収入金の増減額（△は増加） 46,318 △4,666

仕入債務の増減額（△は減少） 156,586 △74,035

未払金の増減額（△は減少） 15,892 △17,301

未払費用の増減額（△は減少） △2,828 △2,270

未収消費税等の増減額（△は増加） △11,427 11,466

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,613 25,817

破産更生債権等の増減額（△は増加） △178 －

その他 △2,770 5,851

小計 75,963 306,531

利息及び配当金の受取額 1,343 1,447

利息の支払額 △18,941 △20,939

法人税等の支払額 △15,302 △11,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,062 275,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,721 △200

定期預金の払戻による収入 420 1,500

投資有価証券の取得による支出 － △7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△49,301 －

関連会社株式の取得による支出 － △40,500

固定資産の取得による支出 △266,383 △351,671

固定資産の売却による収入 10,748 －

貸付けによる支出 △720 －

貸付金の回収による収入 2,590 1,240

その他の支出 △5,153 △3,986

その他の収入 10,346 4,025

投資活動によるキャッシュ・フロー △299,173 △389,600
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 340,000 200,000

長期借入れによる収入 120,000 273,680

長期借入金の返済による支出 △102,611 △272,772

割賦債務の返済による支出 △6,501 △21,641

リース債務の返済による支出 △8,129 △29,377

配当金の支払額 △11,964 △8,943

自己株式の売却による収入 2,940 2,107

財務活動によるキャッシュ・フロー 333,733 143,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,622 29,400

現金及び現金同等物の期首残高 152,819 241,545

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 11,103 －

現金及び現金同等物の期末残高 241,545 270,946
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該当事項はありません。

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

１.連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 株式会社T.L.G

丸進運油株式会社

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社数 １社

会社等の名称 株式会社FE-ONE

当連結会計年度において、事業用車両の買取・販売を行うことを目的と

する株式会社FE-ONEを設立したため、持分法を適用しております。

３．連結子会社の連結決算日等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (１）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

①時価のあるもの

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定して

おります）

②時価のないもの

移動平均法による原価法

 (２）たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下によって簿価切下げの方法）によ

っております。

①商品・仕掛品

個別法

②原材料・貯蔵品

先入先出法

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、賃貸用資産については定額法によっております。

なお、平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)につ

いては、定額法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

ただし、子会社は車両運搬具は定額法によっております。

賃貸用資産

（車両運搬具） 2年～ 5年

建物及び構築物 10年～60年

機械装置及び運搬具 2年～13年

その他（工具器具及び備品） 3年～10年

また平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、取

得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より5年間にわたり

均等償却しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法によっております。
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当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額

法によっております。

平成20年12月31日以前に契約したリース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

（４）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

 子会社1社は、従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額

のうち当連結会計期間の対応分を計上しております。

③退職給付引当金

 子会社1社は、従業員の退職給付に備えるため、連結会計期間

において職給付債務の見込額（簡便法）に基づき連結会計期間

末に発生していると認められる額を計上しております。

（５）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資であります。

（６）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。

（７）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜処理によっております。
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（７）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当連結会計年度
(平成24年12月31日)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 85,774千円

土地 303,394千円

計 389,169千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 81,318千円

土地 303,394千円

計 384,713千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 710,000千円

１年内返済予定の長期借入金 70,874千円

長期借入金 338,478千円

計 1,119,352千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 710,000千円

１年内返済予定の長期借入金 91,204千円

長期借入金 339,574千円

計 1,140,778千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 777,629千円

３ 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
担保受入有価証券 18,860千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 787,894千円

３ 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
担保受入有価証券 15,211千円

４ ― ４ 期末日満期手形の会計処理については、手形
交換日をもって決済処理しております。

なお、期末日が金融機関の休日であるため、
次の期末日満期手形が、期末残高に含まれてお
ります。

受取手形 233千円
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（変動事由の概要）

株式分割による増加 19,140株

２ 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）

株式分割による増加 1,164株

自己株式の処分による減少 120株

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

（変動事由の概要）

株式分割による増加 2,556株

４ 配当に関する事項

（１）配当金支払額

（２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,380 19,140 ― 25,520

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 388 1,164 120 1,432

３ 新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
平成15年新株予
約権

普通株式 852 2,556 － 3,408 －

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円）
配当の原資

１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成23年３月25日

定時株主総会
普通株式 5,992 利益剰余金 1,000 平成22年12月31日 平成23年３月28日

平成23年8月10日

取締役会
普通株式 5,992 利益剰余金 250 平成23年6月30日 平成23年９月12日

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円）
配当の原資

１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成24年3月22日

定時株主総会
普通株式 6,022 利益剰余金 250 平成23年12月31日 平成24年3月23日

株式会社TRUCK-ONE（3047)　平成24年12月期　決算短信（連結）

20



２ 自己株式に関する事項

（変動事由の概要）

自己株式の処分による減少 224株

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

（変動事由の概要）

新株予約権の行使による減少 168株

新株予約権の行使期間満了による減少 3,240株

４ 配当に関する事項

（１）配当金支払額

（２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの

当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 25,520 ― ― 25,520

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,432 ― 224 1,208

３ 新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
平成15年新株予
約権

普通株式 3,408 － 3,408 － －

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円）
配当の原資

１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成24年３月22日

定時株主総会
普通株式 6,022 利益剰余金 250 平成23年12月31日 平成24年３月23日

平成24年8月10日

取締役会
普通株式 3,018 利益剰余金 125 平成24年6月30日 平成24年９月10日

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円）
配当の原資

１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成25年3月22日

定時株主総会
普通株式 3,039 利益剰余金 125 平成24年12月31日 平成25年3月25日

株式会社TRUCK-ONE（3047)　平成24年12月期　決算短信（連結）

21



(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 274,865千円

預入期間が３か月超の定期預金 △33,320千円

現金及び現金同等物 241,545千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに丸進運油株式会社を連結し

たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に丸進運油株式会社株式の取得価額と丸進運油株式

会社取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。

流動資産 194,453千円

固定資産 149,212千円

流動負債 △89,782千円

固定負債 △87,776千円

負ののれん発生益 △46,107千円

株式の取得価額 120,000千円

現金及び現金同等物 △70,698千円

差引：株式取得のための支出 49,301千円

３ 重要な非資金取引の内容
当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース
取引に係る資産及び負債の額は、31,747千円であり
ます。
また、賃貸用資産から商品への他勘定受入高は、
161,749千円、商品から賃貸用資産への他勘定振替
高は、64,025千円であります。

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 302,967千円

預入期間が３か月超の定期預金 △32,020千円

現金及び現金同等物 270,946千円

※２ ―

３ 重要な非資金取引の内容
当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース
取引に係る資産及び負債の額、割賦購入取引に係る
資産及び負債の額は、それぞれ121,487千円、
118,095千円であります。
また、賃貸用資産から商品への他勘定受入高は、
242,216千円、商品から賃貸用資産への他勘定振替
高は、51,637千円であります。

株式会社TRUCK-ONE（3047)　平成24年12月期　決算短信（連結）

22



１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社は、サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。

したがって、当社は事業本部を基礎としたサービス別セグメントから構成されており、「商用車関連事

業」及び「運送関連事業」の２つを報告セグメントとしております。

「商用車関連事業」は、事業用車両の販売・買取及びレンタル等を行っており、「運送関連事業」は、

一般貨物の運送や車両の陸送等を行っております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日)

(注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額2,462千円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３ セグメント資産は、連結貸借対照表の資産合計と調整をおこなっております。

 ４ セグメント減価償却費の調整額1,113千円は、セグメント間取引消去であります。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

連結
財務諸表
計上額
（注）２

商用車
関連事業

運送
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,717,728 483,333 4,201,062 ― 4,201,062

セグメント間の内部売上高
又は振替高

33,954 22,262 56,217 △56,217 ―

計 3,751,683 505,595 4,257,279 △56,217 4,201,062

セグメント利益又は損失(△) 32,790 21,192 53,983 △2,462 51,520

セグメント資産 2,168,869 531,102 2,699,971 △58,116 2,641,855

その他の項目
減価償却費

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

90,768

301,044

19,097

76,943

109,865

377,988

△1,113

―

108,752

377,988

株式会社TRUCK-ONE（3047)　平成24年12月期　決算短信（連結）

23



当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)

(注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額1,480千円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３ セグメント資産は、連結貸借対照表の資産合計と調整をおこなっております。

 ４ セグメント減価償却費の調整額3,655千円は、セグメント間取引消去であります。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

連結
財務諸表
計上額
（注）２

商用車
関連事業

運送
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,325,186 904,100 4,229,287 ― 4,229,287

セグメント間の内部売上高
又は振替高

101,099 53,626 154,726 △154,726 ―

計 3,426,285 957,727 4,384,013 △154,726 4,229,287

セグメント利益又は損失(△) △114,693 14,470 △100,222 1,480 △98,742

セグメント資産 2,313,583 521,518 2,835,102 △51,227 2,783,875

その他の項目
減価償却費

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

128,166

459,721

54,366

98,657

182,533

558,379

△3,655

―

178,877

558,379
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日)

「運送関連事業」セグメントにおいて、丸進運油株式会社の全株式を取得し、新たに子会社化したこと

により、当連結会計年度において負ののれん発生益が46,107千円発生しております。

当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) １．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

１株当たり純資産額 22,509.78円 18,521.66円

１株当たり当期純利益金額 3,665.74円 △3,471.03円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

3,209.73円 ―

項目
前連結会計年度

(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 87,933 △84,016

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 87,933 △84,016

普通株式の期中平均株式数(株) 23,988 24,205

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 3,408 ―

(うち新株予約権)(株) (3,408) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 165,820 229,229

受取手形 － 9,693

売掛金 105,181 133,497

商品 1,072,873 962,076

仕掛品 37,694 39,608

原材料及び貯蔵品 813 3,975

前渡金 7,113 2,691

前払費用 12,645 13,587

繰延税金資産 619 1,849

その他 15,252 8,650

貸倒引当金 △112 △32

流動資産合計 1,417,901 1,404,826

固定資産

有形固定資産

賃貸用資産 282,809 339,865

減価償却累計額 △77,716 △75,562

賃貸用資産（純額） 205,093 264,302

建物 154,996 150,618

減価償却累計額 △57,013 △61,878

建物（純額） 97,983 88,739

構築物 55,506 55,506

減価償却累計額 △36,323 △39,310

構築物（純額） 19,183 16,196

機械及び装置 27,696 27,696

減価償却累計額 △9,617 △12,320

機械及び装置（純額） 18,078 15,375

車両運搬具 55,655 70,801

減価償却累計額 △27,918 △42,026

車両運搬具（純額） 27,736 28,774

工具、器具及び備品 35,866 36,405

減価償却累計額 △20,962 △23,762

工具、器具及び備品（純額） 14,903 12,642

土地 282,164 324,624

建設仮勘定 － 8,334

有形固定資産合計 665,142 758,989

無形固定資産

商標権 222 166

ソフトウエア 13,346 9,644
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

電話加入権 883 883

無形固定資産合計 14,452 10,694

投資その他の資産

投資有価証券 15,979 15,330

関係会社株式 129,500 190,000

出資金 30 30

従業員に対する長期貸付金 4,893 4,193

破産更生債権等 1,189 1,189

長期前払費用 2,025 1,729

繰延税金資産 14,083 57,529

敷金及び保証金 23,798 20,981

その他 10,386 12,114

貸倒引当金 △1,014 △1,014

投資その他の資産合計 200,872 302,083

固定資産合計 880,467 1,071,767

資産合計 2,298,369 2,476,594

負債の部

流動負債

買掛金 188,694 122,016

短期借入金 1,000,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 93,756 99,796

リース債務 11,435 36,636

未払金 130,878 77,946

未払法人税等 2,713 2,938

前受金 2,949 8,224

その他 3,994 4,427

流動負債合計 1,434,422 1,551,985

固定負債

長期借入金 333,636 340,430

リース債務 20,575 61,919

長期未払金 5,553 81,790

長期前受収益 － 1,297

固定負債合計 359,764 485,437

負債合計 1,794,186 2,037,422
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当事業年度
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 97,725 97,725

資本剰余金

資本準備金 42,125 42,125

その他資本剰余金 2,166 2,830

資本剰余金合計 44,291 44,955

利益剰余金

利益準備金 1,300 1,300

その他利益剰余金

特別償却準備金 － 8,703

別途積立金 85,373 85,373

繰越利益剰余金 285,336 209,926

利益剰余金合計 372,009 305,303

自己株式 △9,226 △7,782

株主資本合計 504,800 440,201

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △617 △1,030

評価・換算差額等合計 △617 △1,030

純資産合計 504,182 439,171

負債純資産合計 2,298,369 2,476,594
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（２）損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

売上高

商品売上高 3,651,415 3,302,335

その他の売上高 100,268 123,950

売上高合計 3,751,683 3,426,285

売上原価

商品期首たな卸高 726,349 1,072,873

当期商品仕入高 3,213,644 2,417,872

当期商品加工原価 173,164 230,127

他勘定受入高 163,172 243,486

合計 4,276,330 3,964,360

他勘定振替高 67,853 73,543

商品期末たな卸高 1,072,873 962,076

商品売上原価 3,135,602 2,928,740

その他売上原価 81,464 115,988

売上原価合計 3,217,066 3,044,729

売上総利益 534,616 381,556

販売費及び一般管理費

発送運賃 26,633 33,724

広告宣伝費 11,601 5,598

貸倒引当金繰入額 236 －

役員報酬 54,927 65,000

給料及び手当 103,380 105,142

賞与 12,751 9,047

退職給付費用 1,475 1,780

福利厚生費 24,915 26,990

旅費及び交通費 27,344 22,125

通信費 13,303 13,263

減価償却費 34,233 37,909

租税公課 4,977 5,860

賃借料 68,331 58,860

支払手数料 24,583 18,095

支払報酬 27,593 21,110

その他 65,537 71,742

販売費及び一般管理費合計 501,825 496,249

営業利益又は営業損失（△） 32,790 △114,693
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

営業外収益

受取利息 1,739 1,938

受取配当金 324 21,573

受取保険金 5,896 3,106

保険解約返戻金 2,394 1,853

補助金収入 600 7,000

その他 4,888 4,775

営業外収益合計 15,843 40,247

営業外費用

支払利息 17,815 18,213

その他 1,421 48

営業外費用合計 19,236 18,261

経常利益又は経常損失（△） 29,397 △92,707

特別利益

固定資産売却益 6,799 －

貸倒引当金戻入額 － －

特別利益合計 6,799 －

特別損失

固定資産除却損 388 7,369

特別損失合計 388 7,369

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 35,807 △100,077

法人税、住民税及び事業税 1,797 2,024

法人税等調整額 819 △44,435

法人税等合計 2,617 △42,411

当期純利益又は当期純損失（△） 33,190 △57,665
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 97,725 97,725

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 97,725 97,725

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 42,125 42,125

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 42,125 42,125

その他資本剰余金

当期首残高 － 2,166

当期変動額

自己株式の処分 2,166 663

当期変動額合計 2,166 663

当期末残高 2,166 2,830

資本剰余金合計

当期首残高 42,125 44,291

当期変動額

自己株式の処分 2,166 663

当期変動額合計 2,166 663

当期末残高 44,291 44,955

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 1,300 1,300

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,300 1,300

その他利益剰余金

特別償却準備金

当期首残高 － －

当期変動額

特別償却準備金の積立 － 10,065

特別償却準備金の取崩 － △1,362

当期変動額合計 － 8,703

当期末残高 － 8,703

別途積立金

当期首残高 85,373 85,373
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 85,373 85,373

繰越利益剰余金

当期首残高 264,129 285,336

当期変動額

剰余金の配当 △11,984 △9,040

特別償却準備金の積立 － △10,065

特別償却準備金の取崩 － 1,362

当期純利益又は当期純損失（△） 33,190 △57,665

当期変動額合計 21,206 △75,409

当期末残高 285,336 209,926

利益剰余金合計

当期首残高 350,802 372,009

当期変動額

剰余金の配当 △11,984 △9,040

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 33,190 △57,665

当期変動額合計 21,206 △66,705

当期末残高 372,009 305,303

自己株式

当期首残高 △9,999 △9,226

当期変動額

自己株式の処分 773 1,443

当期変動額合計 773 1,443

当期末残高 △9,226 △7,782

株主資本合計

当期首残高 480,653 504,800

当期変動額

剰余金の配当 △11,984 △9,040

当期純利益又は当期純損失（△） 33,190 △57,665

自己株式の処分 2,940 2,107

当期変動額合計 24,146 △64,598

当期末残高 504,800 440,201
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当事業年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △1,911 △617

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,293 △412

当期変動額合計 1,293 △412

当期末残高 △617 △1,030

評価・換算差額等合計

当期首残高 △1,911 △617

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,293 △412

当期変動額合計 1,293 △412

当期末残高 △617 △1,030

純資産合計

当期首残高 478,742 504,182

当期変動額

剰余金の配当 △11,984 △9,040

当期純利益又は当期純損失（△） 33,190 △57,665

自己株式の処分 2,940 2,107

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,293 △412

当期変動額合計 25,440 △65,011

当期末残高 504,182 439,171
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該当事項はありません。

①代表者の異動

該当事項はありません。

②その他の役員の異動

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

役員の異動
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